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あこがれの名山のんびり山あるき山小屋ガイド
詳細データ&評価表つき
学研パブリッシング/発行
2012.5 207p 26cm 1900 円
尾瀬ヶ原、尾瀬沼、谷川岳に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1764 号】

発行日
発 行

平成 24(2012)年 6 月 15 日
群馬県立図書館
（編集：館内サービス係）
TEL 027(231)3008 , FAX 027(235)4196

伊勢崎市境歴史資料 ２３８号
境史談会/発行
2012.3 74p 26cm

・本紙は新聞等及び当館で入手した群馬県関係資
料の出版情報です。

【 受 贈】

伊勢崎市文化財保護年報 平成２２年度
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2011.9 48p 30cm
【 受 贈】

・同じ分類の中は書名の５０音順（書名等が不確
定なものは［ ］で表示）に並んでいます。
・前月分の情報を毎月１５日に発行します。

駅から山あるき関東版 ２０１２
JTB パブリッシング/発行
2012.5 191p 21cm 1500 円
（ 大人の遠足 BOOK ）
吾妻線に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1765 号】

・群馬県立図書館では県関係資料の収集、情報入
手に努めておりますので、情報をお持ちの方は
当館までご一報いただければ幸いです。

尾瀬の自然保護 群馬県特殊植物等保全事業調査
報告書 第３４号
群馬県尾瀬保護専門委員会/編集
群馬県自然環境課尾瀬保全推進室/発行
2012.3 120p
30cm
【受贈】

０ 総記

温泉に行こう 身体を癒す、疲れがとれる
PHP ほんとうの時代編集部/編
PHP 研究所/発行
2012.5 95p 21cm 552 円
（ PHP ほんとうの時代 Life+BOOKS ）
草津温泉に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1765 号】

学校図書館研究実践集録 《小学校・中学校編》
平成２３年度
群馬県小学校中学校教育研究会学校図書館部会
/発行
2012.1 [34,]34p 30cm
【受贈】
群馬県学校図書館 ５２
群馬県小学校中学校教育研究会学校図書館部会
/編集･発行
2012.3 28p 21cm
【 受贈 】

片品村古文書研究 第十三集
片品村古文書研究会/編集
片品村教育委員会/発行
2012.3 1 冊 30cm

【受贈】

上三原田庚塚遺跡･上三原田大門遺跡発掘調査報
告書（かみみはらだかのえづかいせき･かみみは
らだだいもんいせきはっくつちょうさほうこくし
ょ）平成１３年度団体営基盤整備促進事業上三原
田地区等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
渋川市教育委員会/編集･発行
2012.3 80p 写真図版 9p 30cm
【受贈】

1 哲学･宗教

関東周辺やまなみ歩き きっとみつかる歩きたい
山106コース
坂本勇･中崎高志/共著 新ハイキング社/発行
2012.4 348p 21cm 1800 円
（ 新ハイキング選書 第 33 巻 ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1765 号】
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〔2012.6〕

渋川市市内遺跡５（しぶかわししないいせきご）
平成２２年度市内遺跡試掘確認調査報告
平成２１年度市内遺跡本発掘調査報告
渋川市教育委員会/編集･発行
2012.3 48p 写真図版 17p 30cm
【受贈】

企画展 第５３回 醸造の文化史－みどり市の酒
･醤油－
岩宿博物館/編集
2012.1 37p 30cm
【 受贈 】
『技術と人間』論文選 問いつづけた原子力1972
-2005
高橋昇･天笠啓祐/編 大月書店/発行
2012.4 502p 22cm 5200 円
「原子力技術を考える」高木仁三郎(前橋市出
身)/著収録
【TRC 新刊案内 1763 号】

渋川市文化財年報 平成２２年度
渋川市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2012.3 29p 30cm
【 受 贈】
織豊政権と東国社会 「惣無事令」論を越えて
竹井英文/著 吉川弘文館/発行
2012.5 8,315,10p 22cm 9500 円
戦国・織豊期上野国の政治情勢と「沼田問題」
の章あり
【TRC 新刊案内 1764 号】

教育総合研究 日本教育大学院大学紀要 第５号
日本教育大学院大学/発行
2012.3 101p 26cm
斎藤喜博氏(玉村町生まれ)に関する記述あり
【受贈】

諸国名峰恋慕 三十九座の愛しき山々
手塚宗求/著 山と溪谷社/発行
2012.5 245p 19cm 1700 円
浅間山、谷川岳に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1764 号】

群馬用水分郷八崎遺跡･滝原遺跡･下遠原遺跡E区･
八幡山遺跡･真壁城山遺跡･棗久保遺跡･西浦遺跡･
水泉寺遺跡B区（ぐんまようすいぶんごうはっさ
きいせき･たきはらいせき･しもとうはらいせきい
ーく･はちまんやまいせき･まかべじょうやまいせ
き･なつめくぼいせき･にしうらいせき･すいせん
じいせきびーく）
渋川市教育委員会/編集･発行
2012.3 58p 写真図版 6p 30cm
【受贈】

島村のたてもの－境島村養蚕農家群調査報告書－
伊勢崎市歴史的建造物調査委員会/編集
伊勢崎市教育委員会/発行
2011.11 10,181p 30cm
（ 伊勢崎市文化財資料集 4 ）
【受贈】
絶景!日帰り山さんぽ 初心者にもおすすめ
交通新聞社/発行
2012.4 127p 29cm 838 円
（ 散歩の達人 MOOK ）
上毛３山に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1761 号】

心にグッとくる日本の古典 ２
黒澤弘光･竹内薫/著 NTT 出版/発行
2012.5 7,270p 19cm 1600 円
黒澤氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1764 号】
コテージ・貸別荘&キャンプ場 2012-2013
舵社/発行
2012.3 112p 30cm 762 円
（ KAZI ムック ）
群馬県に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1762 号】

田島弥平旧宅調査報告書
伊勢崎市教育委員会文化財保護課/編集･発行
2012.1 [11,]94p 30cm
（ 伊勢崎市文化財資料集 5 ）
【受贈】
中世房総と東国社会
佐藤博信/編 岩田書院/発行
2012.3 368p 22cm 7900 円
（ 中世東国論 4 ）
「上野国高山城の基礎的研究」竹井英文/著収
録
【TRC 新刊案内 1763 号】

斎藤喜博研究の現在
横須賀薫/編 春風社/発行
2012.4 558p 20cm 4600 円
斎藤喜博氏は玉村町生まれ
【上毛 5/20、TRC 新刊案内 1763 号】
散風回想 柴崎初太氏との出合い
柴崎幸子(前橋市)/編集
2012.3 161p 22cm
柴崎初太氏は前橋市生まれ
次点のランナー－出たとこ勝負－
笹谷清/著 あさを社/発行
2012.4 181p 22cm
著者は高崎市在住

〔2012.6〕

利根川ぐるっとくるまっぷ
中部県民局/作成
[2012.5]
【ぐんま経済 5/10】
【受贈】
どんぐり亭物語 子ども達への感謝と希望の日々
加藤久雄/著 海鳴社/発行
2010.4 236p 19cm 1600 円
著者は群馬県生まれ、自然学舎「どんぐり亭」
亭主
【上毛 5/26】

【受贈】
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宮西遺跡（みやにしいせき） 吉岡町文化財調査
報告書第32集
群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会/発行
2012.2 [3,]18p 写真図版 8p 30cm【 受贈】

新島八重 愛と闘いの生涯
吉海直人/著 角川学芸出版/発行
2012.4 245p 19cm 1600 円
（ 角川選書 505 ）
新島八重は新島襄の妻
【TRC 新刊案内 1765 号】
西横野中部地区遺跡群発掘調査概報３ 人見上ノ
原遺跡･人見上西原遺跡･二軒在家原田遺跡（にし
よこのちゅうぶちくいせきぐんはっくつちょうさ
がいほうさん ひとみうえのはらいせき･ひとみ
かみにしはらいせき･にけんざいけはらだいせき）
県営農地整備事業松義中部地区(第１工区C･第２
工区A)に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2012.3 [4,]20p 写真図版 2,6 30cm【受贈】
西横野東部地区遺跡群発掘調査概報５ 人見西向
原遺跡･人見西中原遺跡･人見本村遺跡･上人見遺
跡（にしよこのとうぶちくいせきぐんはっくつち
ょうさがいほうご ひとみにしむかいはらいせき
･ひとみにしなかはらいせき･ひとみほんそんいせ
き･うわひとみいせき） 県営農地整備事業松義
東部地区(第６工区)に伴う埋蔵文化財発掘調査概
要報告書
安中市教育委員会/編集･発行
2012.3 [5,]36p 写真図版 2,4 30cm【受贈】
日記に読む近代日本 ２ 明治後期
千葉功/編 吉川弘文館/発行
2012.5 7,271p 20cm 2900 円
「田中正造日記」、「ベルツの日記」収録
【TRC 新刊案内 1765 号】
はるかな尾瀬 Vol.１８
尾瀬保護財団/発行
2012.3 19p 30cm

名勝 楽山園 環境整備事業報告書
甘楽町教育委員会/編集･発行
2012.3 [10,]107p 写真図版 26p 30cm
【受贈】
横澤姓の分布と地名
横澤馨/著
2012.4 53p 26cm
群馬県に関する記述あり

【受贈】

るるぶ軽井沢 '１３
JTB パブリッシング/発行
2012.5 111,34p 26cm 800 円
（ るるぶ情報版 ）
草津温泉に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1763 号】

3 社会科学
[太田市暴力団排除条例 リーフレット]
太田市/作製
[2012.5] [2p] A4 判
【上毛 5/16】
『鐘紡新町支店沿革史』及び『明治大帝行幸記念
鐘淵紡績(株)新町工場沿革概要』
温井眞一/編集
よみがえれ！新町紡績所の会(高崎市)/発行
2012.3 26p 30cm
【 受 贈】

【受贈】

１００歳までボケない１０１の方法 実践編
長寿者９人のアンチエイジング
白澤卓二/著 文藝春秋/発行
2012.4 253p 18cm 750 円
中曽根康弘氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1764 号】

岩石を信仰していた日本人 石神・磐座・磐境・
奇岩・巨石と呼ばれるものの研究
吉川宗明/著 遊タイム出版/発行
2011.7 319p 19cm 3500 円
産護石(沼田市)、賀茂神社の神籠石(桐生市)に
関する記述あり
【朝日 5/29】

文藝春秋SPECIAL 季刊夏号
[文藝春秋/発行]
[2012.4]
特別企画「地方紙が選ぶ我が郷土のリーダー」
中に上毛新聞が推薦した小栗上野介に関する記
事あり
「頼朝「本当の顔」はこれだ」黒田日出男(群
馬県立歴史博物館館長)/著収録 【上毛 5/27】

企業における入社した若者を定着させるための取
組に係る調査研究 調査結果報告書
群馬中央総合研究所/調査
群馬県産業経済部労働政策課/発行
2012.3 1 冊 30cm
【受贈】

星野翁碑
北爪隆雄/解読
2012.5 [2p] 42 × 30cm
北爪氏は前橋市在住

希望研修･公開講座ガイドBook
修講座
群馬県教育委員会/発行
2012.3 45p 15 × 21cm

【受贈】
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平成２４年度研
【受贈】

〔2012.6〕

きりしん経営情報
桐生信用金庫/発行
[2012.5] A4 判

市町村民経済計算 平成２１年度
群馬県企画部統計課/編集
2012.3 69p 30cm

【桐生タイムス 5/2】

群馬県労働委員会年報 平成２３年度版
群馬県労働委員会事務局/発行
2012.3 [3,]202p 30cm
【受贈】

松韻 第３４号 平成２３年度
長協会会誌
群馬県高等学校長協会/発行
2012.3 121p 26cm

ぐんまの子ども会 創立５０周年記念誌
群馬県子ども会育成団体連絡協議会/編集･発行
2012.3 [14,]156p 30cm
【受贈】

研究紀要 第４集
吉岡町教育研究所/発行
2010.3 119p 30cm
研究紀要 第５集
吉岡町教育研究所/発行
2011.3 78p 30cm

【受贈】

震災の中の群馬－情報の観点から振り返り、そし
て前へ－
群馬大学社会情報学部附属社会情報学研究セン
ター/編集 上毛新聞社事業局出版部/発行
[2012.5] 64p A5 判 458 円
（ ブックレット群馬大学 8 ）
【上毛 5/27、TRC 新刊案内 1764 号】
新町紡績所 日本の近代化の原点
よみがえれ！新町紡績所の会(高崎市)/発行
[2012] 折りたたみ 30 × 42cm
【受贈】

【受贈】
選挙の記録 平成２３年７月３日執行 群馬県知
事選挙
群馬県選挙管理委員会/編集･発行
2012.3 [6,]172p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

【 受贈 】

研修講座案内 平成２４年度
群馬県総合教育センター/発行
2012.3 108p 30cm

【受贈】

第１０回都市政策研究交流会－都市自治体職員の
地域活動等への参画のあり方について－
日本都市センター/企画･編集
2012.3 61p 21cm 500 円
（ 日本都市センターブックレット No.28 ）
桐生市の事例収録
【受贈】
第１回得する“まちなかお店”ゼミナール 館林
まちゼミ パンフレット
[館林商工会議所/発行]
[2012.5]
【上毛 5/25】

現代日本宰相論 一九九六年～二〇一一年の日本
政治
藤本一美/編 龍溪書舎/発行
2012.3 2,360p 22cm 3000 円
小渕恵三氏と福田康夫氏に関する記述あり
【TRC 新刊案内 1765 号】

千代田町勢要覧
千代田町/発行
[2012.5] 12p A4 判

この１０年のあゆみ ６０周年記念誌
群馬県社会福祉協議会/発行
[2012.5] 116p A4 判
【上毛 5/27】

【上毛 5/28】

統一地方選挙の記録 第１７回
平成２３年４月１０日執行 群馬県議会議員選挙
平成２３年４月２４日執行 市町村選挙
群馬県選挙管理委員会/編集･発行
2012.3 [8,]276p 30cm
【受贈】

【受贈】
なぜ大学生は4本足のニワトリを描くのか―理科
指導の研究
益田裕充/著 上毛新聞社事業局出版部/発行
[2012.5] 168p A5 判 1600 円
著者は群馬大学教授
【上毛 5/5】

市長所信表明要旨 平成２４年３月臨時市議会
前橋市/発行
2012.3 13p 30cm
【 受贈 】

〔2012.6〕

【受贈】

【受贈】

研究紀要 第６集
吉岡町教育研究所/発行
2012.2 84p 30cm

施策の概要 平成２４年度
群馬県教育委員会生涯学習課/発行
2012 58p 30cm

群馬県高等学校

生涯学習要覧 平成２４年度
中部教育事務所生涯学習係/発行
2012 35p 30cm

健康福祉研究 第８巻第２号（２０１２）
高崎健康福祉大学総合福祉研究所紀要編集委員
会/編集
高崎健康福祉大学総合福祉研究所/発行
2012.3 47p 26cm
【受贈】
研究紀要 第３集
吉岡町教育研究所/発行
2009.3 105p 30cm

【 受 贈】
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日本地域政策研究 第１０号
日本地域政策学会(高崎市)/編集･発行
2011.3 110p 30cm
【受贈】

群馬県食品安全基本計画 ２０１１－２０１５
普及版
群馬県健康福祉部食品安全局食品安全課/発行
2012.3 6p 30cm
【受贈】

前橋市各会計暫定予算及び同説明書（暫定予算議
案及び同説明書） 平成２４年度
前橋市/発行
2012 325p 30cm
【受贈】

群馬県の気象・地震概況
前橋地方気象台/発行
2012.2 59p 31cm

前橋市各会計補正予算及び同説明書（３月補正予
算議案及び同説明書） 平成２３年度
前橋市/発行
2011 360p 30cm
【受贈】

群馬県立病院改革プラン 第二次
平成２４年度～平成２６年度）
群馬県病院局/発行
2012.3 92p 30cm

まえばしスマイルプラン 老人福祉計画・第５期
介護保険事業計画（平成24年度～平成26年度）
前橋市/発行
2012.3 6,251p 30cm
【受贈】

臨時市議会議案書 平成２４年３月
（第２次送付分）
前橋市/発行
2012.3 5p 30cm

【受贈】

【 受 贈】

コオニユリのむかご
片山満秋/著 2008.10 [2p] 26cm
『Field Biologist １７巻２号 』抜刷
著者は前橋市在住

【受贈】

コオニユリのむかご（２）
片山満秋/著 2010.1 [3p] 26cm
『Field Biologist １８巻２号 』抜刷
著者は前橋市在住

【受贈】

コオニユリのむかご（３）－むかご形成パターン
の地域間比較－
片山満秋/著 2011.2 [8p] 26cm
『Field Biologist １９巻２号 』抜刷
著者は前橋市在住
【受贈】
ＺＯＯ（ずー）っといっしょ～毎日開園だれでも
気軽に来られる動物園～ 創刊号
桐生が岡動物園/発行
2012.5 [2p] A4 判
【桐生タイムス 5/4、上毛 5/16】
高崎市病医院マップ ２０１２年度版
高崎市/発行
2012.5 60p A4 判
【読売 5/29】

4 自然科学
学術調査研究調査報告 温泉科学
群馬県内の炭酸水素塩泉について
群馬県温泉協会/発行
2012.3 41p 30cm

（計画期間：

ぐんまの食品安全データブック 平成２２年度版
群馬県健康福祉部食品安全局/発行
2012.3 26p 30cm
【 受 贈】

前橋市各会計補正予算の概要 平成２３年度
３月補正予算説明資料（平成２４年３月臨時市議
会）
前橋市/発行
2012.3 18p 30cm
【受贈】

【 受贈 】

【 自 館 作 成】

群馬県立自然史博物館研究報告 １６号
群馬県立自然史博物館/編集･発行
2012.3 147p 30cm
【 受 贈】

前橋市各会計暫定予算の概要 平成２４年度
暫定予算説明資料（平成２４年３月臨時市議会）
前橋市/発行
2012.3 16p 30cm
【受贈】

臨時市議会議案書 平成２４年３月
（予算議案を除く第１次送付分）
前橋市/発行
2012.3 94p 30cm

平成２３年

平成２３年度
【 受贈 】

学術調査研究調査報告 温泉科学 平成２３年度
利根郡昭和村の温泉地質－ボーリング柱状図解析
群馬県温泉協会/発行
2012.3 12p 30cm
【 受贈 】
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5 技術･工学･家政学･生活科学

6 産業

足尾銅山の郷 生きている近代産業遺産
柴岡信一郎/写真･文
日本地域社会研究所/発行
2012.4 70p 31cm 2000 円
（ コミュニティ・ブックス ）
【TRC 新刊案内 1762 号】

[足尾鐡道開業１００周年記念誌]
わたらせ渓谷鐡道市民協議会/発行
2012.5 40p A4 判
付属資料：DVD
【桐生タイムス 5/16】

活動報告書 第１１号 平成２３年度
南橘の自然観察と環境を守る会(前橋市)/発行
[2012.3] 21p 30cm
【受贈】

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書１ 群馬県甘楽
郡下仁田町 国指定史跡荒船･東谷風穴蚕種貯蔵
所跡
下仁田町教育委員会/編集
2012.3 [8,]92p 30cm
【受贈】

群馬県都市計画審議会議案 第１６１回
群馬県県土整備部都市計画課/発行
2012.3 4p 30cm
別添資料：添付図面 8p 参考資料 5p 【受贈】

荒船風穴蚕種貯蔵所跡 保存管理計画書 国指定
史跡荒船･東谷風穴蚕種貯蔵所跡
下仁田町教育委員会/編集･発行
2012.3 77,48p 30cm
【受贈】

ぐんまちゃんのこども環境白書
群馬県/発行
2012.3 25p 30cm

群馬県森林林業統計書 平成２３年版
群馬県環境森林部林政課/発行
2012.1 116p 30cm

新利南発電所工事誌
群馬県企業局/発行
2012.3 [7,]383p 30cm

【 受贈 】

群馬県水産試験場研究報告 第１７号
（附平成２２年度業務報告）
群馬県水産試験場/発行
2011.3 30,33p 31cm
【自館作成】

【受贈】

水質年報 平成２２年度
群馬県企業局水質検査センター/編集･発行
2012.3 154p 31cm
【自館作成】

群馬県土地利用基本計画 計画書、計画図、（参
考）総括図
群馬県/発行
2012.3 20p 地図 6 枚 33cm
【受贈】

スバルのテクノロジー SUBARU Technology Deta
ils
三栄書房/発行
2012.5 111p 30cm 1600 円
【TRC 新刊案内 1762 号】

群馬県農業技術センター研究報告
群馬県農業技術センター/発行
2012.3 [2,]84p 30cm

都市計画法に基づく開発許可制度の手引
群馬県県土整備部建築住宅課/発行
2012.4 286p 30cm
【受贈】

第９号
【受贈】

群馬農林水産統計年報 第５８次（平成２２年～
２３年）
関東農政局統計部/編集･発行
2012.3 [8,]220p 30cm
【受贈】

ニガウリ(ゴーヤー)利用の店グルメガイド
館林地区農業指導センター･群馬県/作製
[2012.5] 14p
【上毛 5/26】

計量モニター報告書 平成２３年度
群馬県計量検定所/発行
2012.3 28p 30cm

東日本大震災から一年 災害応急対策力の強化の
ために
群馬県建設業協会/発行
[2012.5]
【上毛 5/29】

〔2012.6〕

【受贈】

太田市交通事故多発地点マップ
版]
太田市/製作
[2012.5] A1 判
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【 受 贈】

[２０１２年度
【上毛 5/15】

出張ついでのローカル線
野田隆/著 メディアファクトリー/発行
2011.10 238p 18cm 740 円
（ メディアファクトリー新書 039 ）
ループ線を楽しむ上越線に関する記事あり
【朝日 5/15】

7 芸術･美術(演劇･スポーツ･体育･諸芸･娯楽)
首都圏トレイルランニングコースガイド 新版
マイナビ/発行
2012.4 127p 21cm 1600 円
群馬エリアに関する記事あり
【TRC 新刊案内 1764 号】

新･風景スタンプ集 関東･甲信越
友岡正孝/協力 日本郵趣出版/発行
2012.5 206p 21cm 1500 円
群馬県に関する記事あり
【TRC 新刊案内 1765 号】
地価公示標準地価格
（付準地案内図）
群馬県/発行
2012 112p 30cm

【受贈】

全国トレランコースガイド
鏑木毅/著 枻出版社/発行
2012.5 173p 21cm 1500 円
（ OUTDOOR PERFECT GUIDE ）
上州武尊山、谷川岳、赤城山、桐生の山々、神
流の山々、草津白根山、湯の丸山に関する記事
あり
【TRC 新刊案内 1765 号】

【受贈】

[比刀根書道会創立６０周年記念展作品集]
比刀根書道会([前橋市])/制作
[2012.5]
【上毛 5/12】

平成２４年

畜産施策の概要 平成２４年度
群馬県農政部畜産課/発行
2012 37p 30cm
富岡製糸場総合研究センター報告書
度
富岡市/編集･発行
2012.3 121p 30cm

平成２３年
【受贈】

中山道ぶらぶら旅 癒しとスローライフの６９次
川辺亨/著 あさを社/発行
[2012.5] 216p 四六判 2100 円(税込)
【上毛 5/13】

8 語学

農業農村整備事業のあゆみ 平成２３年度
群馬県農政部農村整備課/編集･発行
2012.3 132p 30cm
【受贈】
明治大学と五つの地域の人々の地域再生物語 飯
田市・嬬恋村・新宮市・鳥取県・長和町
明治大学社会連携機構/編
丸善プラネット/発行
2012.3 113p 30cm 1400 円
【TRC 新刊案内 1763 号】
林業災害 平成２３年の
群馬県環境森林部森林保全課/発行
2012.3 17p 30cm

9 文学
文色(あいろ)なき野に 歌集
鈴木美幸/著
[2012.5] 217p A5 判
著者は伊勢崎市在住

【上毛 5/16】

生きのびるからだ
南木佳士/著 文藝春秋/発行
2012.4 185p 16cm 505 円
（ 文春文庫 な 26-19 ）
著者は群馬県生まれ
【上毛 5/27、TRC 新刊案内 1763 号】

【 受贈 】

一本の糸 旧官営富岡製糸場所長速水堅曹詩歌集
富岡製糸場世界遺産伝道師協会「歴史ワーキン
ググループ」/編集
[2012.5]
【上毛 5/24】
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おべんとうの時間 ２
阿部了/写真 阿部直美/文 木楽舎/発行
2012.4 187p 21cm 1400 円
（ 翼の王国 books ）
阿部直美氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1763 号】

点点 句集
吉田未灰/著 喜怒哀楽書房/制作･印刷
2012.5 158p 20cm 2500 円
著者は高崎市在住
【受贈、上毛 5/1】
豊臣蒼天録 ２ 恩讐の関ケ原
智本光隆/著 学研パブリッシング/発行
2012.1 258p 18cm 933 円
（ 歴史群像新書 340-2 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1748 号】

岸辺に生う 人間・田中正造の生と死
水樹涼子/著 随想舎/発行
2012.4 199p 20cm 1500 円
田中正造の生涯を描いた作品
【TRC 新刊案内 1765 号】
記念樹 大塚史朗詩集
大塚史朗/著 群馬詩人会議/発行
2012.5 118p 21cm 1500 円(頒価)
著者は吉岡町在住

豊臣蒼天録 ３ 争乱の京都
智本光隆/著 学研パブリッシング/発行
2012.5 252p 18cm 943 円
（ 歴史群像新書 340-3 ）
著者は群馬県生まれ
【受贈、TRC 新刊案内 1765 号】

【受贈】

ギルガメシュ王の物語 ラピス・ラズリ版
司修/画 月本昭男/訳 ぷねうま舎/発行
2012.4 278p 19cm 2800 円
司氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1764 号】

ねむねむくんとねむねむさん
片山令子/さく 片山健/え のら書店/発行
2012.4 32p 23cm 1300 円
片山令子氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1764 号】

群馬県文学賞作品集 第４９回 平成２３年度
群馬県･群馬県文学会議･群馬県教育文化事業団
/編集･発行
2012.3 156p 19cm 1000 円
【受贈】

ベイ・ドリーム
樋口有介/著 中央公論新社/発行
2012.4 379p 16cm 705 円
（ 中公文庫 ひ 21-9 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1764 号】

恋するデザイン Yui & You
斉河燈/著 アルファポリス/発行
2011.10 283p 19cm 1200 円
（ エタニティブックス ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1739 号】

ページをめくる指 絵本の世界の魅力
金井美恵子/著 平凡社/発行
2012.4 319p 16cm 1300 円
（ 平凡社ライブラリー 761 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1763 号】

恋するデザイン Yui & You ２
斉河燈/著 アルファポリス/発行
2012.4 285p 19cm 1200 円
（ エタニティブックス ）
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1764 号】
女王さまのむらさきの魔法
あんびるやすこ/作･絵 ポプラ社/発行
2012.4 149p 21cm 1000 円
（ ポプラ物語館 41 ）
あんびる氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1764 号】
高崎の石碑（いしぶみ）
金井勝太郎/著 あさを社/発行
[2012.5] 140p
著者は高崎市在住

第１９５号
淵の会/発行
2012.1 40p 21cm 500 円
「『鳩の橋』教育者会津八一と少年を読んで」
松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

淵

第１９６号
淵の会/発行
2012.3 40p 21cm 500 円
「三心」松田治男(群馬県在住)/著収録
【受贈】

ふる里 歌集
橋本剛太/著
[2012.5] 270p 四六判
著者は太田市在住

【上毛 5/9】

地球の声 歌集
金井昭作/著 金井千代子(榛東村)/発行
あさを社/制作
2012.4 214p 20cm
著者は榛東村生まれ
【受贈、上毛 5/24】

〔2012.6〕

淵
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【上毛 5/15】

昭和史を陰で動かした男 忘れられたアジテータ
ー・五百木飄亭
松本健一/著 新潮社/発行
2012.3 367p 20cm 1600 円
（ 新潮選書 ）
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1760 号】

県関係者の一般著作
あたりまえだけどなかなかできない係長・主任の
ルール
井上和幸/著 明日香出版社/発行
2012.4 232p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1764 号】

スタッフに辞める!と言わせない介護現場のマネ
ジメント
田中元/著 自由国民社/発行
2012.4 239p 21cm 1900 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1764 号】

いまさら人に聞けない「労働者派遣」の実務 Ｑ
＆Ａ 改訂版
布施直春/著 セルバ出版/発行
2012.4 263p 21cm 2500 円
（ 基礎知識と実務がマスターできるいまさら
シリーズ ）
著者は関東学園大学法学部・経済学部講師
【TRC 新刊案内 1764 号】

センサの基本と実用回路
中沢信明･松井利一/共著 コロナ社/発行
2012.5 6,181p 21cm 2800 円
（ 計測・制御テクノロジーシリーズ 3 計測自
動制御学会/編 ）
中沢氏と松井氏は群馬大学准教授
【TRC 新刊案内 1763 号】

いろいろな形･きれいな形
瀬山士郎/文 中村広子/絵 さ･え･ら書房/発行
2012.4 35p 21 × 22cm 1300 円
（ 算数絵本-考え方の練習帳 ）
瀬山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1765 号】

<知的>スポーツのすすめ スキルアップのサイエ
ンス
深代千之/著 東京大学出版会/発行
2012.4 10,208,3p 19cm 2400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1764 号】

おおさか・なごやのでんしゃ
小賀野実/写真･文 ポプラ社/発行
2012.4 16p 18 × 19cm 350 円
（ 350 シリーズ ）
小賀野氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1764 号】

日本企業復活へのHTML5戦略 アップル、グーグ
ル、アマゾン-米IT列強支配を突き崩す
小林雅一/著 光文社/発行
2012.4 230p 20cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1764 号】

大人の「運動音痴」がみるみるよくなる本 いま
からでも遅くない!
深代千之/著 すばる舎/発行
2012.4 183p 19cm 1400 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1765 号】

日本文化の源流を求めて 読売新聞・立命館大学
連携リレー講座
立命館大学文学部/編 佐々木高明/ほか述
文理閣/発行
2012.3 239p 19cm 1600 円
「日本の中のアジア文化」松本健一(群馬県生
まれ)/著収録
【TRC 新刊案内 1764 号】

数えてみよう・無限を調べる
瀬山士郎/文 田島董美/絵 さ･え･ら書房/発行
2012.4 35p 21 × 22cm 1300 円
（ 算数絵本-考え方の練習帳 ）
瀬山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1764 号】

ハトと「ハトの巣」
瀬山士郎/文 コナガイ香/絵
さ･え･ら書房/発行
2012.4 35p 21 × 22cm 1300 円
（ 算数絵本-考え方の練習帳 ）
瀬山氏は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1764 号】

こひつじたちのあいうえお 愛からはじまるキリ
スト教
山下智子/文 池谷陽子/絵
日本キリスト教団出版局/発行
2012.4 104p 26cm 1600 円
山下氏は新島学園短期大学宗教主任･准教授
【ぐんま経済 5/31、TRC 新刊案内 1765 号】

筆跡鑑定人は見た!あの大事件の舞台裏
吉田公一/著 主婦の友インフォス情報社/発行
2012.5 287p 19cm 1500 円
著者は群馬県生まれ【TRC 新刊案内 1763 号】

こんなにちがうヨーロッパ各国気質 32か国・国
民性診断
片野優･須貝典子/著 草思社/発行
2012.4 318p 19cm 1600 円
片野氏は群馬県出身【TRC 新刊案内 1764 号】

フクシマは世界を変えたか ヨーロッパ脱原発事
情
片野優/著 河出書房新社/発行
2012.4 295p 19cm 1900 円
著者は群馬県出身 【TRC 新刊案内 1765 号】
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〔2012.6〕

ラテンアメリカ・オセアニア
菊池努･畑惠子/編著 ミネルヴァ書房/発行
2012.4 12,279p 21cm 3500 円
（ 世界政治叢書 6 ）
菊池氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1765 号】

電子資料
業務年報 平成２２年度（CD-ROM）
群馬県浅間家畜育成牧場/発行
[2011] 1 枚

ランニングの世界 １３ 特集ランニングの底力
山西哲郎/責任編集 創文企画/発行
2012.4 172p 21cm 1600 円
山西氏は元群馬大学教育学部教授
【TRC 新刊案内 1763 号】

群馬県水産試験場研究報告 第１７号
（附平成２２年度業務報告）（CD-ROM）
[群馬県水産試験場/発行]
[2011] 1 枚
【受贈】
年報 平成２２年度（CD-ROM）
[群馬県企業局水質検査センタ－/発行]
[2011] 1 枚
【受贈】

朗読の教科書 [複合媒体資料] 朗読検定
渡辺知明/著 パンローリング/発行
2012.3 338,3p 21cm 2100 円
付属資料：CD １枚
著者は桐生市出身
【上毛 5/14、TRC 新刊案内 1760 号】

水質測定結果/大気環境調査結果 平成２２年度
（CD-ROM）
群馬県環境森林部環境保全課/発行
[2011] 1 枚
【受贈】

ワイヤレスが一番わかる 広がりを見せるワイヤ
レスの世界 わかりやすい無線技術
小暮裕明･小暮芳江/著 技術評論社/発行
2012.5 223p 21cm 1880 円
（ しくみ図解 024 ）
小暮裕明氏は群馬県生まれ
【TRC 新刊案内 1763 号】

視聴覚資料
いのちの大切さを伝える出前講座（DVD）
鈴木せい子/撮影･編集 群馬県助産師会/作成
[2012.5] 15 分
鈴木氏は群馬県助産師会会長
【上毛 5/28】
いま、私が望むのは（CD）
星野幸則/作詞･作曲･歌
[2012.5]
星野氏は太田市在住

【上毛 5/11】

思い出の校歌集（CD）
[旧下仁田小学校昭和 37 年度卒業生有志 4 人/
制作]
2012.3 500 円
「下仁田小学校校歌」「下仁田小学校子ども会
の歌」「下仁田中学校校歌」「下仁田東中学校
校歌」を収録
【産経 5/24】
桜暦（ネット配信）
ｍａＮａｍｉ/歌
2012.5 3 曲
ｍａＮａｍｉ氏は前橋市出身

〔2012.6〕

【受贈】

【上毛 5/12】
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